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和歌山県文化表彰50周年記念展
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和歌山県文化表彰50周年記念展
内容／和歌山県文化表彰　美術分野の歴代個人受賞者の作品を展示
主催／和歌山県
会期／2013年11月23日（土）～12月8日（日）
会場／和歌山県立近代美術館 ・ ２階展示室

平成25年度文化庁地域発 ・ 文化芸術創造発信イニシアチブ事業

〒640-8137　和歌山市吹上1-4-14
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2005（平成17）年度 きのくに芸術新人賞 洋画 小川　泰弘 回帰 2003（平成15年） 油彩、テンペラ、木

2006（平成18）年度 文化功労賞 書道 水本　清 （号・愛堂） 道 制作年不詳 墨、紙 

2006（平成18）年度 文化奨励賞 写真 鈴木　理策 海と山のあいだ（07, M-52) 2007（平成19）年 写真（タイプCプリント）

2006（平成18）年度 きのくに芸術新人賞 絵画 小河　朋司  2013（平成25）年 アクリル絵具、カチオン樹脂、木

2007（平成19）年度 文化賞 染織 潮　隆雄 彩風秋声 2007（平成19）年

2007（平成19）年度 きのくに芸術新人賞 洋画 川邉　耕一 Floating 274-67 2013（平成25年）  

2008（平成20）年度 文化賞 日本画 清水　達三 古座川 2013（平成25）年 顔料、紙 

2009（平成21）年度 文化功労賞 写真 永坂　嘉光 初雪の御影堂（壇上伽藍） 1977（昭和52） 写真（マイティスプリント） 

2010（平成22）年度 文化奨励賞 ネイチャー・フォトグラフ 内山　隆 （号・りゅう） 陽光 2010（平成22）年 写真（マイティスプリント） 

    貧乏神が！（集英社刊） 2008－2013（平成20－25）年 
インク、スクリーントーン、紙

    貧乏神が！（集英社刊） 2008－2013（平成20－25）年 

    貧乏神が！（集英社刊） 2008－2013（平成20－25）年 
カラーマーカー、紙

    貧乏神が！（集英社刊） 2008－2013（平成20－25）年 

    双星の陰陽師（集英社刊） 2013（平成25）年 インク、スクリーントーン、紙

2011（平成23）年度 文化奨励賞 洋画 湯川　雅紀 spur 2011（平成23）年 油彩、キャンバス 

    木星─衛星エウロパからの観望 2003（平成15）年 

2012（平成24）年度 文化奨励賞 スペースアート 池下　章裕 プレアデス星団 2006（平成18）年

    はやぶさ─帰還 2008（平成20）年

2012（平成24）年度 文化奨励賞 日本画 清水　由朗 始動 2011（平成23）年　 顔料、紙 

2013（平成25）年度 文化賞 ガラス造形 三浦　圭子 （号・啓子） 嫁ぐ日 2011（平成23）年

    BASARA（小学館刊） 1990－1998（平成2－10）年 

    BASARA（小学館刊） 1990－1998（平成2－10）年

2013（平成25）年度 文化功労賞 漫画 田村　由美 BASARA（小学館刊） 1990－1998（平成2－10）年 カラーインク、水彩紙ボード

    BASARA（小学館刊） 1990－1998（平成2－10）年 

    7SEEDS（小学館刊） 2001－  （平成13－  ）年

    7SEEDS（小学館刊） 2001－  （平成13－  ）年 

     1966（昭和41）年 

2013（平成25）年度 文化功労賞 写真・文化活動 中平　穂積  1970（昭和45）年 写真

     1972（昭和47）年 

1953－

1922－2010

1963－

1966－

1939－

1963－

1936－

1948－

1962－

1966－

1957－

1961－

1935－

1962－

1936－

2013 Color tint
-The abyss in forest-

油彩、アクリル絵具、
オイルスティック、キャンバス

タピスリー（絹糸、毛糸、綿糸、
麻糸、レーヨン糸、アクリル糸）

手作りの厚板ガラス、
エポキシ樹脂

カラーインク、糸、ビーズ、
水彩紙ボード

カラーインク、ビーズ、針金、
水彩紙ボード

Thelonious Monk, Village
Vanguard, New York, 1966

Bill Evans, Top of the Gate,
New York,1970

Anthony Braxton, DIG
Shinjuku, Tokyo, 1972

コンピュータグラフィックス
（インクジェット、紙）

助野　嘉昭
1981－漫画文化奨励賞2011（平成23）年度

墨汁、スクリーントーン、
紙
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1964（昭和39）年度 文化賞 洋画 川口　孫太郎 （号・軌外） 月夜の雪景 1933（昭和8）年 油彩、キャンバス

1965（昭和40）年度 文化賞 書道 天石　弘 （号・東村） 万葉歌 1980（昭和55）年 墨、紙 

1967（昭和42）年度 文化賞 洋画 木下　克巳 潮風 1968（昭和43）年 油彩、キャンバス 

1967（昭和42）年度 文化賞 漆芸 橋爪　義雄 百日草 1950（昭和25）年頃 漆（蒟醤、彫漆）、木

1969（昭和44）年度 文化賞 日本画・美術活動 山東　正晴 （号・光風） 〔双牛〕 制作年不詳 顔料、紙

1970（昭和45）年度 文化賞 洋画研究・美術活動 村井　正誠 自画像（太い線） 1974（昭和49）年 油彩、キャンバス

    高松古墳風大壺 1972（昭和47）年 
陶

    那智黒松竹梅花器 1974（昭和49）年  

1973（昭和48）年度 文化功労賞 日本画 渡瀬　幸茂 （号・凌雲） 河口（新宮・熊野川冬の景） 1932（昭和7）年 墨、紙

1973（昭和48）年度 文化奨励賞   
閉ざされた祠 1974（昭和49）年 ステンレススチール

1995（平成7）年度 文化賞

1974（昭和49）年度 文化賞 彫刻 木下　繁 私のコスチューム 1984（昭和59）年 ブロンズ 

1974（昭和49）年度 文化功労賞 日本画・美術活動 寺口　秀太郎 （号・関山） 三友図 1982（昭和57） 顔料、紙

    ［顔］ 制作年不詳 漆（蒔絵）、卵殻、木 

    ひまわり 制作年不詳 漆、木 

1975（昭和50）年度 文化功労賞 洋画 硲　伊之助 スイトピー 1962（昭和37）年 油彩、キャンバス

1976（昭和51）年度 文化功労賞 書道 宮下　又七郎 （号・橘堂） 写筆　源氏物語 1973（昭和48）年 墨、紙 

1977（昭和52）年度 文化功労賞 洋画 益山　英吾 サックス 1985（昭和60）年 油彩、キャンバス 

1978（昭和53）年度 文化功労賞 文化活動 明楽　光三郎 ［ギターを持つ女］ 1932（昭和7）年 油彩、キャンバス

1979（昭和54）年度 文化功労賞 洋画 齊田　武夫 南の女 I（バリーの女） 1941（昭和16）年 油彩、キャンバス

1979（昭和54）年度 文化奨励賞

2000（平成12）年度 文化功労賞

1980（昭和55）年度 文化功労賞 洋画 木下　義謙 横たはれる裸体の習作 1926（大正15／昭和元）年 油彩、キャンバス

1980（昭和55）年度 文化功労賞 写真 島村　安彦 若葉 2011（平成23）年 写真 

1980（昭和55）年度 文化奨励賞 陶芸 目黒　威徳 焼締　大壺 2013（平成25）年 陶 

    ２匹の蝶 1977（昭和52）年 カラーメゾチント、紙

    毛糸 1978（昭和53）年 メゾチント、紙

1981（昭和56）年度 文化功労賞 美術普及活動 和田　傳太郎 雪山 1935（昭和10）年 油彩、キャンバス

1982（昭和57）年度 文化賞 彫刻 建畠　覚造 SPIRAL-3 1988（昭和63）年 木、ウレタンコーティング

1982（昭和57）年度 文化功労賞 童謡作詞・俳画 古村　徹三 早春 1967（昭和42）年 顔料、紙 

1982（昭和57）年度 文化奨励賞     

1994（平成6）年度 文化功労賞 

1983（昭和58）年度 文化功労賞 洋画 山口　信郎 聖 1969（昭和44）年 油彩、キャンバス

    ［作品］ 1950（昭和25）年頃 
孔版、紙

    白い花 1960（昭和35）年 

1892－1966

1913－1989

1905－1972

1902－1981

1905－1991

1905－1999

1904－1980

1908－1988

1896－1995

1895－1977

1895－1978

1908－2000

1903－1984

1911－1983

1898－1996

1917－

1937－

1896－1981

1919－2006

1909－1982

1926－2010

1903－1993

1920－

1929－

1911－1986

1914－1991

1919－1993

1928－2009

1952－

1930－

1912－1997

1904－1996

1918－2011

1923－2006

1932－2001

1958－

1940－

1947－

1952－

1956－

1924－2005

1950－

1973－

保田　春彦
1930－彫刻

寒川　義一 （号・栖豊）
1899－1975陶芸文化奨励賞1972（昭和47）年度 西林　國一 （号・凡石）

1906－1987書道文化功労賞1987（昭和62）年度

山本　利夫 （号・興石）
1913－1996書道文化功労賞1995（平成7）年度

西林　昭一 （号・悠介）
1932－書道史研究・金石学文化功労賞2002（平成14）年度

楠本　弘兒
1947－写真文化奨励賞2002（平成14）年度

田伏　大丈夫 （号・生石）
1906－1995漆芸文化奨励賞1974（昭和49）年度

清水　武次郎
1915－1993版画文化奨励賞1983（昭和58）年度

濱口　陽三
1909－2000版画文化賞1981（昭和56）年度

橋爪　靖雄
1935－  漆芸  月明りの幻想 2011（平成23）年 漆（蒟醤、平文）、

ステンシル、木

有本　弘
1931－  洋画  すぺーす 1972（昭和47）年 油彩、キャンバス

切り貼り、
ボールペン、
色鉛筆、
アクリル絵具、紙

創作刺繍
（シフォンベルベッド、
木綿刺繍糸、
マイラー刺繍糸）

このからだそらのみぢんにちらばれ
 ─宮沢賢治 「春と修羅」より─

1984（昭和59）年度 文化功労賞 洋画 鈴木　善次郎 ［静物］ 1927（昭和2）年 油彩、キャンバス

1985（昭和60）年度 文化賞 日本画 稗田　一穂 薄氷 1963（昭和38）年 顔料、紙

1985（昭和60）年度 文化奨励賞 
創作刺繍

 髙野　澄子 今晩は美しゅうございます 2007（平成19）年
2008（平成20）年度 文化功労賞

1986（昭和61）年度 文化賞 洋画 高井　貞治 （号・貞二） 想ひを 1935（昭和10）年 油彩、キャンバス 

1986（昭和61）年度 文化功労賞 書道 大岡　繁 （号・皓崖） 張憲の詩 制作年不詳 墨、紙 

       高村光太郎の詩 昭和30年代 
墨、紙 

      五言絶句 昭和50年代  

1988（昭和63）年度 文化功労賞 洋画 橘　喜久雄 たてもの 1992（平成4）年 油彩、キャンバス

1989（平成元）年度 文化功労賞 洋画 児嶋　義一 御在所岳より 1988（昭和63年） 油彩、キャンバス 

1990（平成2）年度 文化奨励賞 洋画 野田　裕示 WORK 1899 2013（平成25）年 アクリル絵具、キャンバス

1991（平成3）年度 文化功労賞 洋画 佐原　光 カルモナの城跡 1980（昭和55年） 油彩、キャンバス 

1993（平成5）年度 文化功労賞 書道 津村　俊次郎 （号・枕石） 躍進 1991（平成3）年 墨、紙 

1993（平成5）年度 文化功労賞 洋画 山本　秀臣 樹間（日の岬） 1947（昭和22）年 油彩、キャンバス

      山部赤人 歌　万葉集　 1983（昭和58）年 
墨、紙 

      陣晋の句 1996（平成8）年 

1996（平成8）年度 文化功労賞 洋画 濵田　　男 祈祷書の前 制作年不詳 油彩、キャンバス 

1997（平成9）年度 文化功労賞 写真 杉本　静雄 薪能 制作年不詳 写真 

1998（平成10）年度 文化功労賞 書道 山本　惠子 （号・真舟） わがいのち 2000（平成12）年 墨、紙 

1999（平成11）年度 文化奨励賞 彫刻 橋本　和明 Kanon‒浮月 2009（平成21）年 石膏、着色 

2000（平成12）年度 文化奨励賞 洋画 太田　俊伸 SENJU-MANDARA 2011（平成23）年 油彩、キャンバス 

2001（平成13）年度 文化奨励賞 書道 土井　康弘 （号・汲泉） 易経句 2009（平成21）年 墨、紙

      硯かと拾ふやくぼき石の露 2006（平成18）年 
墨、紙 

      和平 2011（平成23）年 

      熊野の雲海 2008（平成20）年 
写真（ＲＰプリント） 

      熊野古道の光芒 2009（平成21）年 

      赤いクツのお手をどうぞ 2010（平成22）年 

      お月さんぽ 2010（平成22）年 

2002（平成14）年度 文化奨励賞 漫画・イラスト 田中　稔 （号・タナカミノル）  カニ座のお月さま 2010（平成22）年 

      カフェデート 2010（平成22）年 

      春雨花 2010（平成22）年

2002（平成14）年度 文化奨励賞 版画 南村　透   2013（平成25）年 インクジェットプリント、ボンド塗布、紙

2003（平成15）年度 文化功労賞 洋画 宮村　泰彦 ひととき 1999（平成11）年 油彩、キャンバス

2003（平成15）年度 文化奨励賞 彫刻 増田　隆昭 （号・感） 音の口 2013（平成25）年 栃、三弦音 

2003（平成15）年度 きのくに芸術新人賞 日本画 𠮷田　洋紀 華と散る 2007（平成19）年 顔料、紙 


